
お知らせ版
平成25年7月1日

広報しばた・お知らせ版・第726号・柴田町役場まちづくり政策課・柴田町船岡中央2丁目3-45（☎54-2111）
　　　　　　　　　　　　　　柴田町ホームページアドレス　　http://www.town.shibata.miyagi.jp/

■申  申込先　  ■問  問い合わせ先　  ■予  予約

　子宮頸がん予防ワクチンは、平成25年4月1日から、予防接種法の規定による定期
予防接種として実施しています。6月14日に厚生労働省において、予防接種の副反応
について専門家による会議が開催され、子宮頸がん予防ワクチンの接種については、
定期予防接種の中止ではなく、継続するものの、積極的な接種の勧奨を差し控えるこ
ととなりました。
　町では、国の決定に基づき、当面、子宮頸がん予防ワクチン接種の積極的な勧奨を
差し控えますが、接種を希望する方は、有効性と副反応を理解した上で接種を受ける
ことができます。健康推進課までご相談ください。

■問  健康推進課　緯55-2160

柴田町職員を募集します

　柴田町社会を明るくする運動推進委員
会は『犯罪や非行を防止し、立ち直りを
支える地域のチカラ』強調月間として次
の事業を実施します。
●中学生の標語展示
葛期間・場所／
①7月23日（火）～30日（火）
　役場町民ホール
②7月30日（火）～8月6日（火）
　槻木生涯学習センター
●チャイムで防犯呼びかけ
　午後8時に、柴田消防署のチャイムが
鳴ります。午後8時前には、帰宅しま
しょう。
葛期間／7月20日（土）～31日（水）
■問  福祉課　緯55-5010

【採用予定年月日】平成26年4月1日（火）
【1次試験】葛実施日／9月22日（日）　　葛場所／仙台大学　　葛内容／教養試験、一般性格診断検査
【2次試験】葛実施日／10月下旬から11月上旬までの間　　葛場所／柴田町役場
　　　　　   葛内容／作文（論文）試験、人物試験（面接）、健康診断書審査など
【申込用紙の請求】総務課で配布します。郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、宛先を
　明記の上、120円切手を貼った返信用封筒（Ａ4サイズの入る大きさ）を必ず同封してください。
【受付期間】7月1日（月）～31日（水）　※土・日曜日、祝日を除く。
【受付時間】8：30～17：15　※郵送の場合は、7月31日（水）午後5時まで柴田町役場に必着のものに限ります。

■申 ■問  総務課　緯55-2111

　全国的に風しんが流行しており、県内でも患者数が例年を大
きく上回っています。20歳代から40歳代の男性の報告が多く、
今後も拡大する可能性があり、注意が必要です。
　日頃から手洗いやうがい、咳が出るときに
はマスクをつけるなど、風しんの予防を心が
けましょう。可能な限り人込みを避け、不要
不急の外出を避けるようにしましょう。予防
接種が有効です。

■問  健康推進課　緯55-2160

　6月以降も児童手当を受け取るために
は、現況届を提出する必要があります。
　まだ提出されていない方は、児童手当
が受けられなくなりますので、早急に提
出してください。
■問  子ども家庭課　緯55-2115

7月は“社会を明るくする運動強調月間”です

児童手当「現況届」の提出は
お済みですか？

受　験　資　格職　　務　　内　　容採用予定人数職種試験区分

平成4年4月2日から平成8年
4月1日までに生まれた人

行政事務に従事しますが、税務、用地交渉、災害対
策などの業務にも従事し、深夜勤務になることも
あります。

若干名行政
初　級

（高等学校
　卒業程度）

子宮頸がん予防ワクチンの定期接種について
積極的な勧奨を差し控えます
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町営住宅入居者募集
　町営住宅の入居者を募集します。募集住宅の重複申込はできません。
　申し込みが募集戸数を超えた場合は抽選になります。
葛募集住宅／①神山前1号棟  2Ｋ　1戸　単身可(4階建の3階)

②神山前3号棟  2Ｋ　1戸　単身可(4階建の3階)
葛資格／申込資格要件がありますので、都市建設課に確認ください。
葛家賃／住宅及び入居者の収入額・家族構成などによって異なります。
葛入居可能日／9月1日（日）予定
葛申込用紙／7月1日（月）から都市建設課または槻木事務所で配布します。
葛申込期間／7月1日（月）～16日（火）8：30～17：15（土・日曜日、祝日を除く。）
葛申込場所／都市建設課（槻木事務所では受け付けできません。配布のみ。）

■申 ■問  都市建設課　緯55-2121

葛募集対象／以下の条件をすべて満たす方を対象とします。なお、採用については、平成23年3月11日以降離職した方、被災求
職の方、新卒者（高等学校、大学、専門学校など）を優先します。　
①被災求職者の方　②65歳未満の方　③パソコン操作（ワード・エクセル）ができる方　※被災求職者とは、被災地域内の災害救助
法適用地域（県内は全域）に所在する事業所を離職した失業者または当該地域に居住していた求職者（未就職卒業者を含む）の方です。　　
※過去に町に雇用された期間がある方で、地方公務員法により雇用できない方は除きます（詳細はお問い合わせください）。
葛雇用期間／平成25年8月1日から平成26年1月31日（最長平成26年3月31日まで延長可）
葛勤務条件・勤務時間など／月曜日～金曜日　8:30～17:15（1日7時間45分勤務）月20日程度
　賃金／日額5,813円（時給750円）　　社会保険・雇用保険／あり
葛申込期間／7月1日（月）～16日（火）　葛受付時間／8:30～17:15（土・日曜日、祝日を除く）　葛申込場所／町民環境課
葛提出書類／○ハローワークからの紹介状　○離職した方は、就職時の雇用契約書または雇入れ通知書もしくは離職票などの写し。
新卒者は、卒業証書の写しまたは卒業証明書。○市販の履歴書（写真添付）※上記書類は返却しませんのでご了承ください。
葛選考方法／書類審査のほか面接を行います（詳しくは申込時に説明します）。
葛その他／採用決定後、健康診断書の提出をお願いします。　※診断書は自費負担になります。
■申 ■問  町民環境課　緯55-2113

葛試験日／第1次試験 9月29日（日）、第2次試験 10月29日（火）～10月31日（木）
葛第1次合格発表／10月16日（水）、第2次合格発表／11月26日（火）
葛受付期間／毅インターネット　7月23日（火）～8月1日（木） ※受信有効
　　　　　　毅郵送または持参　7月23日（火）～7月31日（水） ※消印有効
※ 詳しくは、人事院ホームページ（http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm）をご覧ください。

■問  法務省仙台入国管理局総務課　緯022-256-6076

　町では、生活雑排水による公共用水域
の水質汚濁の防止を進めるため、合併処
理浄化槽を設置する方に、予算の範囲内
で補助金を交付しています。
葛交付条件／
毅公共下水道事業認可区域外において、
自ら居住する住宅に浄化槽を設置す
る方　

　毅税金の滞納がない方
葛補助額／５人槽　332,000円
　　　　　７人槽　414,000円
　　　　   10人槽　548,000円
　詳しくは下記へお問合せください。　

■申 ■問  町民環境課　緯55-2113

入国警備官を募集します

柴田町臨時職員を募集します（震災等緊急雇用対応事業）

　柴田児童館の耐震改修工事に伴い、柴
田児童館は柴田町農村環境改善センター
で保育を行います。
葛期間／7月2日（火）～10月1日（火）
葛電話／56-4777（柴田町農村環境改善セ
ンター）

※児童館への連絡は、改善センターへ。
※月曜日は改善センターはお休みですが、児
童館は開園しています。

■問  子ども家庭課　緯55-2115

浄化槽の設置をお考えの方へ

浄化槽設置整備補助金について
受　　験　　資　　格区分

① 平成25年4月1日において高等学校または中等教育学校を卒業し
た日の翌日から起算して5年を経過していない方および平成26年
3月までに高等学校または中等教育学校を卒業見込みの方

② 人事院が上記に準ずると認めた方

警備官

　昭和48年4月2日以降に生まれた方（上記①に規定する期間を経
過した方および人事院がそれに準ずると認めた方に限る）

警備官
（社会人）

勤務先職　務　内　容募集人数職　　　種

町民環境課一般住民持込み食品の放射性物質濃度測定業務などに従事1人食品の放射性物質濃度測定および環境整備業務補助
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　白血病などで骨髄移植を希望する患者さんに
対し、より多くの提供者が見つかるよう骨髄バ
ンクドナー登録にご協力ください。（要予約）
葛日時／7月9日㈫、23日㈫ 
　　　　9：00～10：00
葛場所／県仙南保健所
葛対象／○18歳～54歳で、体重が男性45kg
以上、女性40kg以上の健康な方　○骨髄
提供の内容を理解している方

　ＨＩＶ抗体検査、クラミジア抗体検査（採血）
を匿名で受けることができます。（要予約）
葛日時／7月9日㈫、23日㈫ 
　　　　13：00～15：00
葛場所／ 県仙南保健所
※電話での相談は随時行っています。

■申 ■問  県仙南保健所疾病対策班  ☎53-3121

骨髄バンクドナー登録に
ご協力ください

　感染が気になる（可能性のある）方は、Ｂ
型肝炎・Ｃ型肝炎ウイルス抗体検査（採血）を、
無料で受けることができます。（要予約）
葛日時／7月9日㈫、23日㈫
　　　　15：00～16：00
葛場所／ 県仙南保健所
※電話での相談は随時行っています。
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【１次試験】葛実施日時／9月22日（日）10：00～　　　葛場所／仙南地域広域行政事務組合総合庁舎3階会議室（大河原町）
　　　　　　葛内容／教養試験、各種検査、作文試験
【２次試験】第1次試験合格者に通知します。
【申込方法】毅仙南地域広域行政事務組合総務課から所定の申込用紙の交付を受けて申し込む。
　　　　　　毅下記ホームページから申込用紙をダウンロードして申し込む。
【受付期間】7月8日（月）～8月12日（月）必着

■申 ■問  仙南地域広域行政事務組合総務課　緯52-2628　　http://www.az9.or.jp/

●職員募集

【採用予定年月日】11月1日（金）
　※ただし、各資格取得見込みの方については、平成26年4月1日（火）の予定です。
【試験】葛実施日／8月24日（土）9：00～　　葛場所／みやぎ県南中核病院2階講堂
　　　葛内容／作文試験・人物試験（面接）・健康審査・身上調査（受験資格の有
　　　　　　　無および申込記載事項の真否について調査します）
【受付期限】8月14日（水）　※郵便での受け付けは期限日の午後5時まで到着
【受付時間】8：30～17：00（土・日曜日、祝日を除く）
※詳しくは、下記ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

●看護学生、看護師、助産師の皆様へ
　当院では、医療機能充実のため看護職員の募集を予定しております。
　当院看護部門の病院説明会を下記の日程で開催いたしますので、ご希望の方は、
平日の午前8時30分～午後5時までの間に総務課人事係までお申し込みください。
　※平成25年度の採用試験は年4回開催予定
葛開催日／7月24日（水）、8月7日（水）、21日（水）、9月5日（木）
　　　　　平成26年3月19日（水）

■問  みやぎ県南中核病院総務課人事係　緯51-5500 内線2010
　〒989-1253柴田郡大河原町字西38番地1　Ｅメール : jinji@southmiyagi-mc.jp
　http://www.southmiyagi-mc.jp/index.html

仙南地域広域行政事務組合職員を募集します
受　験　資　格採用予定人数職　種試験区分

平成2年4月2日から平成8年4月1日までに生まれ、機械または建築に関す
る専門課程を修めて卒業または平成26年3月末日までに卒業見込みの方。1人程度行　　政

（機械または建築）

初　級
（高等学
校卒業
程度）

平成2年4月2日から平成8年4月1日までに生まれ、平成26年3月末日まで
に普通自動車以上の運転免許（オートマチック車限定を除く。）を取得可能な方。

13人程度

消　　防

昭和62年4月2日から平成6年4月1日までに生まれ、平成26年3月末日ま
でに普通自動車以上の運転免許（オートマチック車限定を除く。）を取得可能な
方で、かつ、救急救命士の資格を有する方または平成26年4月末日までに取得
見込みの方。

消　　防
（救急救命士）

受　　験　　資　　格採用予定人数職　　種
助産師若しくは看護師の資格を有する方また
は平成26年3月末日までに資格取得する見込
みの方。

30人助　産　師
看　護　師

作業療法士の資格を有する方または平成26年3
月末日までに資格取得する見込みの方。１人作業療法士

薬剤師の資格を有する方または平成26年3月
末日までに資格取得する見込みの方。１人薬　剤　師
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キッズ・ジュニアサッカー教室　受講者募集
　ボールを使った遊びやゲームなどを取り入れ、自らの
力で成功に導くことにより、「できた」という体験をさせ、
スポーツの楽しさを学びます。スポーツを生涯好きでい
つづけてくれることを目的に開催します。
葛日時／8月～11月中の土曜日または日曜日（全10回）
　　　　○キッズ教室　9：00～10：00　　
　　　　○ジュニア教室　10：15～12：00
　　　　　※詳細につきましては、開講式の際に説明します
葛場所／仙台大学サッカー・ラグビー場
葛対象・募集人数・参加費／

葛申込期間／7月3日（火）9：00～　※定員になり次第締め切ります。
葛指導者／県サッカー協会（キッズ委員会）・仙台大学　吉井研究室

■申 ■問  スポーツ振興室　緯55-2030

　第39回柴田町民ゴルフ大会を開催し
ます。皆さまの参加をお待ちしています。
葛期日／8月14日（水）
　8時スタート（ショットガン方式）
葛場所／表蔵王国際ゴルフクラブ
葛対象／町内居住者および町内勤労者
葛募集人数／120人　※先着順
葛参加費（申込時納入）／3,000円
葛プレー代（当日納入）／メンバー8,000
円、ビジター10,000円
葛競技方法／18ホールストロークプレー、
新ペリア方式、フルハンデカット無
葛申込期限／7月20日（土）

■申 ■問  船迫ゴルフガーデン　緯57-1489
　表蔵王国際ゴルフクラブ　緯56-1711

葛持ち物／下足入れビニール袋、水筒
■申 ■問  柴田町子育て支援センター（船迫児童館内）緯54-4040

移動なかよし広場
　みんなでなかよく遊びましょう♪
葛日時／7月12日（金）9：45～11：30
葛場所／槻木生涯学習センター
　※申込不要

葛テーマ／「体を使って遊ぼう！」
葛対象／就学前のお子さんと保護者

一緒に遊ぼう
　船岡保育所の子どもたちと遊びましょう
葛日時／7月16日（火）9：45～11：00
葛場所／船岡保育所　
葛募集人数／20組
葛対象／1歳～就学前のお子さんと保護者
葛申込期限／7月9日（火）

仙南総合プール日程表（平成25年7月分）

葛営業時間／月～土曜日　 9：00～21：00（施設利用時間9：00～20：45）、
　　　　　　日・祝祭日  11：00～19：00（施設利用時間11：00～18：45）

葛無料開放／7月14日㈰（施設利用時間11：00～18：45）

葛祝日営業／7月15日㈪（施設利用時間11：00～18：45）

※7/19㈮・20㈯・21㈰…第61回東北高等学校選手権水球競技大会のため全館休館
プールの利用状況は変更になる場合もございますので、館内案内もしくは施設にご確認ください。
○…全面利用可能　　☆…レッスンまたはイベント実施中は利用不可　　×…終日利用不可
△…11：00～18：45全面利用可（一部利用可となる場合もございますので、事前にご確認ください）
◇…9：00～16：30全面利用可、16：30～18：30月火木金一部利用可（スイミングスクール実施中は3コース分利用不可）、
　　火18：30～20：00 一部利用可、土18：30～19：30 一部利用可（スポ少実施中は３コース分利用不可）、20：00～20：45全面利用可

31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　  日・曜日

区分　　　　 水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月

休
館
日

☆☆☆☆☆☆休
館
日

☆☆×××☆休
館
日

☆☆☆☆☆☆休
館
日

☆☆☆☆☆☆休
館
日

☆☆プールA面

◇◇△◇◇◇◇◇×××◇◇△△◇◇◇◇◇△◇◇◇△◇プールB面

○○○○○○○○×××○○○○○○○○○○○○○○○トレーニング室

友人同士、ご家族など、どなたでもご利 
用できます。お気軽にご利用ください。 

　槻木体育館 
　（卓球・バドミントンに限ります）

7月 7日㈰9：00～16：00 

7月21日㈰9：00～16：00 

　入間田テニスコート 
7月14日㈰9：00～16：00 
※行事などにより変更になる場合があります。

体
育
施
設
一
般
開
放
日

  学校体育施設調整会議

7月18日㈭19：00船岡公民館 会議室1
  体育館・野外運動場調整会議

7月23日㈫19：00 船岡公民館 会議室1

8 
月 
分
お知らせ　調整会議の会場は船岡公民館と
なります。ご注意ください。

　■問  スポーツ振興室　☎55-2030

　仙南地域の魅力を収めた写真のコンテ
ストを開催します。入賞作品は、県の観
光ＰＲなどの素材として活用するほか、
仙南地域および仙台市内で展示する予定
です。
葛テーマ／仙南地域の美しい景観・伝統
行事・食文化
葛応募写真／平成24年1月1日以降に仙
南地域で撮影したもので、四つ切り、
四つ切りワイド、A4のいずれか。
葛募集期限／10月31日（木）17：00必着

■問  県大河原地方振興事務所　緯53-3182

柴田町民ゴルフ大会
参加者募集

みやぎ蔵王三十六景
フォトコンテスト作品募集

参加費募集人数対　　　象教　室

800円
（保険料）

50人町内小学校未就学児（4歳～6歳）キッズ教室

50人町内小学校低学年（1年生～3年生）ジュニア教室
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　ギャラリー展示案内　
○佐藤せつ和紙ちぎり絵愛好会作品展
　これまで制作してきた愛好会会員の作品を多数展示します。
葛展示期間／7月9日（火）～7月21日（日）最終日は15:00まで
※6月25日（火）～7月7日（日）に予定していた｢加茂礼子イラスト展｣は、都合により延期
となりました。7月7日（日）までは、｢オープンガーデン2013写真展｣を開催します。

　体験会のご案内　
○「ハンドマッサージ」無料体験会
　クリームや化粧水を使ってハンドマッサージを行います。心地よいハンドマッ
サージで癒されてみませんか。
葛日時／7月24日（水）13：00～15：00　※一人5分程度
葛募集人数／50人　※先着順　葛参加費／無料　葛実施団体／ビューティーケア仙南

　サロン口笛コンサートのご案内　
　船迫生涯学習センターを練習の拠点に活動しているファルセットの皆さんによ
る演奏です。今月は「青春もの」をテーマにお届けします。どうぞお楽しみに！
葛日時／7月14日（日）13：30～14：00　※申込不要

　囲碁将棋教室　
　囲碁･将棋に興味のある方、一緒に楽しみませんか。初心者の方も大歓迎です。
（小学生は保護者付き添い）
葛日程／7月4日（木）、20日（土）10：00～17：00（時間内の出入り自由）
葛参加費／無料　※申込不要

■開館時間／10:00～18:00　　■7月の休館日／1日㈪、8日㈪、16日㈫、22日㈪、29日㈪
■申 ■問  まちづくり推進センター（イオンタウン柴田内）　緯86-3631　思86-3641
　Eメール：yurupura@ji.jet.ne.jp

○2013夏・ボランティア福祉体験学習
　夏休みの自由研究のテーマに「3.11から学ぶ」として、小学生の立場で防災につい
て楽しく学びます。
葛日時／7月30日（火）9：00～15：30　　葛場所／柴田町地域福祉センター
葛対象者／町内外の小学生　　葛募集人数／25人　＊先着順
葛参加費／社協会員世帯：無料・非会員世帯：300円　　葛申込期限／7月19日（金）
　
○サロンコンサート　＊入場無料
　地域で活躍している方々が、ボランティアで活動の楽しさを披露してくださいます。
葛日時／7月10日（水）13：30～14：00　　葛場所／柴田町地域福祉センター
葛内容／大人のリトミック（大槻博美さん・山田悦子さん）
　
○交流サロンさくら　お気軽にご参加ください！
　被災されて町内にお住まいの方を対象に、お茶のみサロンを毎月開催しています。
今月も「サロンコンサート」終了後に開催します。場所や内容などがわからない場合
はお電話ください。
葛日時／7月10日（水）14：00～　　葛場所／柴田町地域福祉センター
　
○子育てサロン「きらら」「みるく」　＊時間内出入り自由　＊参加無料
　子どもとおかあさんがつどい、みんなで楽しく遊んだりお母さん同士で交流します。
 きらら 　
　葛日時／7月12日（金）・26日（金）10：00～12：00　葛場所／柴田町地域福祉センター
　葛内容／12日：アロママッサージ　26日：リトミック
 みるく
　葛日時／7月19日（金）10：00～11：45　葛場所／多機能型地域ケアホームつきのき
　※｢しばたおもちゃ病院｣もオープンします。
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弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁護護護護護護護護護護護護士士士士士士士士士士士士にににににににににににによよよよよよよよよよよよ弁護士によるるるるるるるるるるるるる
「「「「「「「「「「「「無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料法法法法法法法法法法法法律律律律律律律律律律律律相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談会会会会会会会会会会会会「無料法律相談会」」」」」」」」」」」」」をををををををををををを開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催ししししししししししししまままままままままままますすすすすすすすすすすす！！！！！！！！！！！！を開催します！

　熱中症は、「気温が高い」「湿度が高い」などの環境条件と、「体調が良くない」「暑
さに体がまだ慣れていない」など、個人の体調による影響が重なることにより、発症
の危険性が高まります。外出時だけでなく、室内で何もしていなくても発症すること
があります。高齢者や子どもは特に注意が必要です。予防を心がけ、体調が悪いと感
じたら無理をせず、涼しい場所で休養しましょう。　
 熱中症の症状
軽：めまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗がとまらない
中：頭痛、吐き気、倦怠感
重：意識障害、反応がおかしい、まっすぐに歩けない
 熱中症が疑われる場合の対応
毅涼しい場所に避難させる　毅衣服を脱がせ体を冷やす　毅水分、塩分を補給する
　＊自力で水を飲めない、意識がない場合は、直ちに救急隊に連絡しましょう。
 熱中症の予防法
毅こまめな水分、塩分の補給　毅保冷剤、氷、冷たいタオルによる体の冷却
毅通気性の良い吸湿、速乾の衣服の着用　毅扇風機やエアコンを使った温度調整
毅日傘や帽子の着用　毅日陰の利用、こまめな休憩

■問  健康推進課　緯55-2160

　議会では、議会の活動を町民の皆さんに報告するとともに、議会や町政に対する意
見・要望などを直接お聞きするため、下記の日程で「議会懇談会」を開催します。
　当日は、次の内容で行います。多数のご参加をお待ちしております。
　（1）報告　平成24年議会懇談会での要望事項などの報告、平成24年度議会活動報告
　（2）懇談　テーマ「介護の実態とこれからの介護」、町政・議会全般について
葛開催日／8月3日（土）
葛開催時間・会場など／

　思春期や更年期による身体的・精神的
不調、家庭や職場でのストレスなどで悩
んでいる女性を対象に、女性医師が無料
で相談に応じます。
葛日時／8月31日（土）14：00～16：00
葛場所／大河原町
※詳細は予約時にお知らせします。
葛予約日時／月～金曜日9：00～17：00
※土・日曜日、祝日を除く
葛予約専用電話／090-5840-1993
　県女医会女性の健康相談室

■問  県健康推進課　緯022-211-2623

　「法テラス山元」が、弁護士による出張
無料法律相談会を開催します。法的トラ
ブル（二重ローン、原発の損害賠償、相
続・労働・家族間の問題など）について
弁護士に相談してみませんか？
※相談は事前予約制です。
葛日時／7月16日（火）10：00～15：30
葛場所／柴田町役場1階　町民相談室
葛予約受付時間／9：00～17：00（土・日
曜日を除く）

■予 ■問  法テラス山元　緯050-3383-0213

　初めての妊娠の方、何度か経験した方
…。喜びや楽しみと共に、それぞれ悩み
や不安があるのではないかと思います。
妊婦さん同士の交流を通して、健康に妊
娠期を過ごせる様、一緒に体験しません
か？
葛日時／8月8日（木）9：30～11：40
葛受付時間／9：00～9：20
葛場所／保健センター1階
葛内容／ママ体験（赤ちゃん人形の抱っ
こ、オムツ交換など）、妊娠中に気を付
けたい食生活、妊娠中の歯磨きについ
て、妊婦生活についてみんなで語ろ
う！
葛対象／妊婦および家族の方＊予約不要
（当日会場にお越しください。）
葛持ち物／母子健康手帳、筆記用具

■問  健康推進課　緯55-2160

女女女女女女女女女女女女医医医医医医医医医医医医にににににににににににによよよよよよよよよよよよるるるるるるるるるるるる女女女女女女女女女女女女性性性性性性性性性性性性のののののののののののの健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康相相相相相相相相相相相相女医による女性の健康相談談談談談談談談談談談談談
～～～～～～～～～～～～完完完完完完完完完完完完全全全全全全全全全全全全予予予予予予予予予予予予約約約約約約約約約約約約制制制制制制制制制制制制・・・・・・・・・・・・相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談無無無無無無無無無無無無～完全予約制・相談無料料料料料料料料料料料料料～～～～～～～～～～～～～

※ 指定された会場以外でも参加できます。

 無料臨時託児所開設のお知らせ
　各懇談会場に無料の臨時託児所を開設します。利用を希望される方は7月31日（水）
までに議会事務局へお申し込みください。

■申 ■問  議会事務局　緯55-2136

担  当  議  員対象行政区会　場開催時間
・星　　吉郎　・水戸　義裕
・加藤　克明　・平間　幸弘
・高橋たい子　・桜場　政行

13.14.15.16.17A.
17B.18A.18B.19.20

槻木生涯学習
センター　

　

～　
　

14：00

16：00

・安部　俊三　・白内恵美子
・舟山　　彰　・秋本　好則
・我妻　弘国　・吉田　和夫

10.28.29A.29B.29C.
29D

船迫生涯学習
センター

・佐々木　守　・広沢　　真
・佐々木裕子　・平間奈緒美
・斎藤　義勝　・有賀　光子

1.2.3.4.5.6A.6B.7A.
7B.8.9A.9B.11C

保健センター
（4階）

・星　　吉郎　・水戸　義裕
・加藤　克明　・平間　幸弘
・高橋たい子　・桜場　政行

21.22.23.24.25.26.27農村環境改善
センター　

　

～　
　

19：00

21：00

・安部　俊三　・白内恵美子
・舟山　　彰　・秋本　好則
・我妻　弘国　・吉田　和夫

30西住公民館

・佐々木　守　・広沢　　真
・佐々木裕子　・平間奈緒美
・斎藤　義勝　・有賀　光子

11A.11B.11D.
12A.12B 

船岡生涯学習
センター

ようこそ赤ちゃんセミナー
（プレママコース）
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生 活 相 談
柴田町地域福祉センター内（相談室2）10：00〜15：00

相　談　日担当相談員相談区分
7月 2日㈫近江　宣男

生　　活

7月 9日㈫鈴木　照雄

7月16日㈫佐藤由美子

7月23日㈫関根　朝成

7月30日㈫近江　宣男

8月 6日㈫鈴木　照雄

■問  柴田町社会福祉協議会　ふれあい
福祉センター（船岡字中島68）☎58-1771

人権・行政相談
町民相談室（役場1階）10：00〜15：00

相　談　日担当相談委員相談区分
7月 3日㈬飯淵　直子

人　　権

7月10日㈬佐藤　良吉

7月17日㈬菅野　敏明

7月24日㈬渡邊みち子

7月31日㈬木島　基子

8月 7日㈬飯淵　直子

7月24日㈬大宮　照夫行　　政

■問  町民環境課　☎55-2113

消費生活相談
町民環境課9:00〜16:00（祝・休日除く）

相　談　日担当相談員相談区分
毎週㈫㈬㈮日下　信子消費生活

■問  町民環境課　☎55-2113

家庭児童相談
子ども家庭課9:00〜16:00（祝・休日除く）

■問  子ども家庭課　☎55-2115

相　談　日相談区分
毎週㈪㈫㈭家庭児童

行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士にににににににににににによよよよよよよよよよよよるるるるるるるるるるるる無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料法法法法法法法法法法法法務務務務務務務務務務務務相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談行政書士による無料法務相談会会会会会会会会会会会会会

　犬や猫を飼っている方のモラルが全国的に問われています。町でも日々ペットに関
する相談が寄せられています。その多くはフン・尿・鳴き声や放し飼いに関するもの
です。
　ペットを飼ううえでは「散歩中のフン・尿の処理は必ずする」「放し飼いにしない」「む
だぼえをさせない」「猫は屋内で飼う」などのマナーを守ってください。
　あなたの家族の一員であるペットと楽しく暮らすために、マナーを守りご近所に迷
惑をかけないようにしましょう。

■問  町民環境課　緯55-2113

葛日時／8月10日（土）15:00～21:00
※小雨決行（荒天：11日に延期）
葛場所／陸上自衛隊船岡駐屯地
葛内容／よさこい、みこしの演舞、ス
テージイベント、露店出店、花火大会
など　※イベントの詳細は、8月1日号の
お知らせ版に掲載します。

●あなたの記念花火を打ち上げよう！
　（一口5,000円で記念花火を募集）
　「結婚祝い」「○○記念日」「誕生日」な
ど、あなたの記念日とされるものなら何
でも結構です。打ち上げ前にアナウンス
で紹介いたします。
葛申込期限／7月12日（金）

■問  ザ・フェスティバルinしばた実行委
員会（柴田町商工会内）緯54-2207

　柴田町国民健康保険に平成25年4月1日から継続して加入している、40歳～64歳
の方を対象に、特定健康診査の受診券を送付しています。下記の実施医療機関での個
別健診となります。期間を過ぎると受診できなくなりますので、必ず期間内に受診し
てください。
○健診期間／7月～9月（行政区を下記の2グループに分けて実施）

　行政書士には守秘義務があり、あなたの秘密は守られます。事前に電話をいただけ
ると待ち時間も少なくご相談いただけます。
葛日時／①7月20日（土）13：00～16：00　葛場所／角田駅コミュニティプラザ（2階）
　　　　②8月10日（土）13：00～16：00　葛場所／船迫生涯学習センター
葛内容／相続、遺言、成年後見制度など民事上の権利義務、家庭内の法律問題

■問  福島行政事務所　緯59-3277

■問  健康推進課　緯55-2114

○対象者／40歳～64歳の柴田町国民健康保険加入者
　　　　　＊年齢は平成26年3月31日現在です。
　　　　　＊平成25年4月1日から継続して加入している方です。
○自己負担料／1,700円
○持ち物／受診券、自己負担料、尿容器、健康保険証、前年度健診結果通知書（お持
ちの方）
○実施医療機関（※予約が必要な医療機関は受診券に記載してあります。）

健診期間対象行政区グループ

7月1日㈪
　～8月31日㈯

4、6A、6B、7B、8、9B、11C、12A、14、16、17B、
18A、19、27、28、29A、29B、29C1

8月1日㈭
　～9月30日㈪

1、2、3、5、7A、9A、10、11A、11B、11D、12B、13、
15、17A、18B、20、21、22、23、24、25、26、29D、302

電話番号医療機関名電話番号医療機関名
55-1555仙南クリニック56-1451乾医院
57-1231高沢外科・胃腸科55-1702太田内科
56-1012玉渕医院56-1441大沼胃腸科外科婦人科医院
55-4103宮上クリニック54-1034船岡今野病院
54-2316村川医院54-3755佐藤内科クリニック

57-2310しばた協同クリニック

今年は8月に開催！

ザ・フェスティバルinしばた
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　国民年金保険料の納付が経済的に困難なときは、本人の申請手続きにより保険料の
納付が免除される制度があります。これまで保険料の全部または一部が免除になって
いた方も、承認期間が6月で終了しています。7月以降も免除を希望するときは、あら
ためて申請手続きをしてください。30歳未満の方に適用される「若年者納付猶予制
度」も同様です。ただし、保険料の全額免除または若年者納付猶予を受けていた方で、
継続審査を希望していた方は申請の必要はありません。継続審査を行い結果が通知さ
れます。
　審査は前年の所得を基準としますので、前年の所得を申告していない方は申告が必
要です（無収入の場合も含む）。また、転入された方の場合、前住所地より所得証明書
などを取り寄せていただくことがあります。以前に申請したときに免除の対象となら
なかった方でも、7月以降は所得の審査対象となる年が変わるので、承認を受けられ
ることがあります。
　申請が遅れると、その間の事故や病気について、障害基礎年金などの給付を受けら
れないことがあります。早目に手続きをしましょう。

■問  健康推進課　緯55-2114　　大河原年金事務所　緯51-3113

　県獣医師会仙南支部では、仙南地域の
子供たちに、生き物に対する愛着や愛情
を育むための授業を開催します。申し込
みは下記または最寄りの動物病院へお願
いします。その際、参加者と保護者の氏
名、電話番号、学年をお知らせください。
葛日時／8月7日（水）13：00～16：00
葛場所／柴田高等学校
葛内容／新聞紙で動物の形にかたどった
「張子」に、ペイントや色紙を貼り、作
品に仕上げていきます。その作品に名
前をつけて、実際の動物にはどのよう
な世話が必要なのかを考えます。
葛対象／小中学生（親子、兄弟での参加可）
葛参加費／無料
葛募集人数／30人　※先着順

■申 ■問  的場動物病院　緯83-2882

①国民健康保険被保険者証・退職被保険者証および後期高齢者医療被保険者証の更新
をします
　現在使用されている保険証の有効期限は平成25年7月31日です。8月1日から使
用する新しい保険証を7月下旬に送付します。
※後期高齢者医療の保険証の色が緑色からオレンジ色に変わります。
　なお、有効期限の終了した保険証は使用できませんので、下記の回収場所へお持ち
ください。
葛回収場所／健康推進課、槻木事務所、槻木・船岡・船迫各生涯学習センター、

　　　　　　　　船岡・船迫・西住各公民館、農村環境改善センター

②医療費が高額になる時は「限度額適用認定証」の申請をしましょう！
　高額な外来診療や入院をされる場合、限度額適用認定証（以下、認定証）を提示す
ることで、1カ月に支払う医療機関への自己負担額（保険診療分）が、高額療養費の
限度額までとなります。医療機関で診療を受ける際は事前に申請し、認定証の交付を
受けてください。
【国民健康保険】
○交付の対象となる方／国民健康保険被保険者
＊国保税に未納のある世帯については、認定証が交付されないことがあります。
＊70歳～74歳の方は、認定証の提示がなくても自己負担限度額までとなりますの
で申請の必要はありません。ただし、世帯主および国保被保険者全員が住民税非
課税の方は、さらに限度額が下がりますので申請してください。

○申請に必要なもの／保険証、印鑑
※すでに認定証の交付を受けている方は、有効期限が平成25年7月31日（水）までとなります。
8月以降も必要な方は、7月19日（金）から申請の受け付けを開始しますので、更新の手続き
をお願いします。

【後期高齢者医療】
○交付の対象となる方／住民税が非課税である世帯の後期高齢者医療被保険者
○申請に必要なもの／保険証、印鑑
※すでに認定証の交付を受けている方は、有効期限が平成25年7月31日（水）までとなります。
8月以降の認定証は、交付条件を審査のうえ、新しい保険証と併せてお送りしますので更新
の手続きは必要ありません。

■申  健康推進課保険年金班、槻木事務所
■問  健康推進課　緯55-2114

　「ご飯は炊けるが、おかずに悩む」そん
な男性介護者のために、簡単でおいしい
料理教室を行います。介護だけでなく毎
日の家事もこなさなければならない男性
介護者同士、美味しく楽しいひと時を過
ごしませんか。「介護家族よつば会」との
合同料理教室です。
葛日時／7月24日（水）10：30～13：30
葛場所／船迫公民館
葛対象／家族などを介護している男性
葛募集人数／15人　※先着順
葛参加費／500円　葛持ち物／エプロン
葛申込期限／7月16日（火）

■申 ■問  柴田町地域包括支援センター
　緯86-3340

　「同じ悲しみ、同じ苦しみ、同じ悩み」
をわかちあいましょう。
葛日時／7月21日（日）14：00～16：00
葛場所／オーガ2階多目的ホール1
葛対象／自死遺族の方　葛参加費／無料

■問  全国自死遺族連絡会（田中）

　健康推進課　緯55-2160

｢張子で動物を作ろう！｣
夏休みこども教室参加者募集

男性介護者の料理教室
～手抜き料理の技磨き～

マロニエの会
（自死遺族わかちあいの集い）

7月は免除申請の時期です

～国民年金保険料の納付が困難な方へ～

国民健康保険・後期高齢者医国民健康保険・後期高齢者医療療に関するお知らせに関するお知らせ



●9お知らせ版第726号

ココココココココココココミミミミミミミミミミミミュュュュュュュュュュュュニニニニニニニニニニニニケケケケケケケケケケケケーーーーーーーーーーーーシシシシシシシシシシシショョョョョョョョョョョョンンンンンンンンンンンン発発発発発発発発発発発発達達達達達達達達達達達達相相相相相相相相相相相相コミュニケーション発達相談談談談談談談談談談談談談

天文台へ行ってみよう参加者募集　「生活習慣病予防 運動教室」
葛日時／7月～12月までの第2金曜日　13:00～15:00　全6回
葛場所／仙台大学　　葛募集人数／20人（男女各10人）　 ※先着順
葛対象／次の条件を満たす方
毅40歳～64歳の町民（年齢は平成26年3月31日現在）で、健診の結果、血圧、
脂質、血糖、体重いずれかの所見があり運動を勧められ、これから運動を始めよ
うとする方。
毅医師から運動の制限をされていない方。　毅6回全て参加可能な方。
葛内容／運動指導、健康講話、食事指導、検査測定（体脂肪・骨格筋量、骨密度）
　　　　生活習慣シート作成（食事・運動記録）
葛参加費／1,500円程度（保険代、材料代）
葛申込方法／電話で受け付けます（追加募集）
葛申込期限／7月8日（月）　　葛講師／仙台大学スタッフ

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

　仙台市天文台の企画展やプラネタリウ
ムを見学しながら、宇宙について学習し
ます。
葛日時／8月7日（水）12：30～17：00
葛場所／仙台市天文台　葛対象／小学生
葛募集人数／15人（先着順）
※低学年の児童は保護者同伴
葛参加費／小学生：無料
　※AZ9パスポート持参
　保護者：展示室600円
　　　　　プラネタリウム600円
葛申込期限／7月19日（金）

■申 ■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997

●常設の子育てひろば“ゆるりん”
　子育て中のパパ、ママ、お孫さんと一
緒のおじいちゃん、おばあちゃんが気軽
に遊びに来る“屋根のある公園”です。ス
タッフもいるので安心です。

○ゆるりんひろば　※参加無料
葛日時／毎週月・火・水曜日
　9：30～12：00、13：00～15：30　
葛場所／ゆるりんひろば
　　　　（イトーチェーン船岡店向かい）

○移動ゆるりんひろば　※参加無料
葛日時／7月中の毎週木曜日
　9：30～12：00、13：00～15：30　
葛場所／新栄集会所
※おもちゃ病院7/11（木）10：00～12：00

葛対象者／0歳～未就園児と保護者
葛持ち物／おてふき、バスタオル、飲み物

　し尿くみ取り券取扱店をご紹介します。し尿くみ取りの料金は、くみ取り券で支払
うことになっています。

　就学前のお子さんのコミュニケーショ
ンで「発音がはっきりしない」「会話がう
まくできない」「お友達との付き合い方が
うまくできない」といったご心配はあり
ませんか？専門の相談員が相談に応じま
す。（要予約）
葛日時／7月19日（金）10：00～15：00
葛場所／県仙南保健福祉事務所
葛申込期限／7月5日（金）

■予 ■問  健康推進課　緯55-2160

　柴田町パークゴルフ協会が設立され2年目となり、健康づくり・仲間づくりを目的
に日々楽しんでおります。初心者の方でも大歓迎ですので、ぜひ、ご参加ください。
葛日時／7月28日（日）　受付8：30～8：50　開会式9：00
　※雨天の場合は8月4日（日）に延期
葛場所／あぶくまパークゴルフ場（角田市）　　葛申込方法／電話またはＦＡＸ
葛対象／町民および町内勤労者（学生・生徒は除く）　　葛募集人数／90人　※先着順
葛参加費／700円（レンタル料金は別に200円）　　葛申込期限／7月15日（月）

■申 ■問  柴田町パークゴルフ協会（渡辺）

第1回町民パークゴルフ大会出場者募集

しししししししししし尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿くくくくくくくくくくみみみみみみみみみみ取取取取取取取取取取りりりりりりりりりり券券券券券券券券券券取取取取取取取取取取扱扱扱扱扱扱扱扱扱扱し尿くみ取り券取扱店店店店店店店店店店店をををををををををををごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内ししししししししししまままままままままますすすすすすすすすすご案内します

　し尿くみ取り券を購入後に、次の業者へくみ取りを依頼してください。
葛し尿くみ取り業者／㈲柴田衛生社　緯54-1501、渡辺清掃社　緯56-1755、
　　　　　　　　　　あおば衛生社　緯52-4290

■問  町民環境課　緯55-2113

電  話所  在  地名　　称電  話所  在  地名　　称
54-1543下名生字新前田水戸商店54-2137船岡中央2丁目富樫商店

57-1717本船迫字上町安藤商店54-2011船岡中央3丁目豊屋酒店

53-2806船岡字清住町わたなべ酒店54-2362船岡東2丁目Ｙショップマルイ

56-2506槻木上町2丁目Ａコープ槻木店54-2226船岡東4丁目北海屋

56-1336槻木下町2丁目江戸屋本店55-1201船岡字並松リカー＆フーズ
さとう

56-1025槻木下町2丁目伊達屋商店
54-2535船岡土手内2丁目畑山商店

56-1715槻木西1丁目八巻商店
55-2039船岡字新田やまいわ商店

56-1066四日市場字川名沢引地商店
55-1931上名生字八幡前玉槻商店

56-4480入間田字豊橋伊藤商店
54-2589下名生字八剣デイリーヤマザキ

柴田下名生店 56-4266葉坂字大橋青柳秀夫
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　宮城ヘルシー2013ふるさとスポーツ
祭大河原管内大会「ペタンク」競技に出
場するチームを募集します。ペタンク競
技はフランス生まれのおしゃれなスポー
ツです。柴田町代表として出場・チャレ
ンジしてみたい方はぜひご応募ください。
葛期日／9月1日（日）
葛場所／丸森町内施設（未定）
葛対象／一般の部：小学生以上の町民（親
子参加可）　子どもの部：小学生以上中
学生までの町民

※両方の部それぞれ、男女問わず1チーム3人、
補欠1人です。
葛募集チーム数／一般の部2チーム、子
供の部1チーム

※応募多数の場合は予選会を開催します。
葛申込期限／7月13日（土）

■申 ■問  スポーツ振興室　緯55-2030

　船岡城址公園は、これからアジサイが咲きます。また、舘山の山頂にある「コミュ
ニティガーデン花の丘柴田」は、町民の手作りによる数多くの花が咲いています。
　スロープカーをご利用いただき、船岡城址公園内の花や舘山山頂からの蔵王と柴
田町の眺望をお楽しみください。

　日本伝統の茶道を身近に感じてもらえ
る「七夕茶会」を夏休みに開催します。和
室での作法を学びながら、楽しく体験し
てみませんか。2日目は、ゆかたを着て
茶会をしましょう！
葛日時／7月27日（土）、28日（日）
　13:00～15:00（全2回）
葛場所／船迫生涯学習センター　
葛対象／町内の小学生
葛募集人数／12人　※先着順
葛参加費／1,000円（お茶・菓子代2回分）
葛講師／高橋会子氏（茶道裏千家準教授）
葛申込期限／7月18日（木）

■申 ■問  船迫生涯学習センター　緯57-2011

葛日時／7月15日（月）13：30～
　※開場　13：00
葛場所／仙南信用金庫3階しんきんホー
ル（ＪＲ東北本線白石駅から徒歩5分）
葛曲目／おもちゃのチャチャチャ、トッ
プ・オブ・ザ・ワールドなど

■問  白石高校マンドリン部顧問　古関
　緯0224-25-3154

　そばの種をまき、収穫します。収穫した
そばで、そば打ち体験教室を開催します。
葛期間／7月下旬～12月下旬の土曜日。5
回程度（月1回）

葛時間／10：00～12：00
葛場所／柴田町太陽の村の実習畑
葛募集人数／6人（親子での参加も可）
葛参加費／1,000円（保険代、そば打代など）
葛申込期限／7月19日（金）

　観光物産交流館「さくらの里」では、
柴田のさくら写真展に応募された皆
さんの作品を展示しています。ぜひ、
ご来場ください。
葛展示期限／7月21日（日）
葛展示時間／9：30～17：30
葛「さくらの里」7月の休館日／1日
（月）、8日（月）、16日（火）、22日（月）、
29日（月）

葛運行日および運行時間／
　土・日曜日、祝日の10：00～16：00
※団体は15人以上となります。

「ペタンク」出場チーム募集

白石高校マンドリン部

第3回定期演奏会

七夕茶会

　創作活動の様子をうかがえる写真や日記、身近な作品を展示します。
葛展示期間／7月27日（土）～11月24日（日）

　
　町内の文化財を町のマイクロバスで回ります。身近にある文化財について視点を
変えてみると新しい発見があり、町の宝ものが見えてきます。
葛日時／8月3日（土）9：00～12：00　　葛集合・解散／しばたの郷土館
葛見学場所／大光院（鉄造阿弥陀如来坐像）、富沢地区（富沢磨崖仏群）など
葛対象／町民　葛募集人数／25人　葛参加費／無料　葛講師／渡邊美弥子氏

　
葛日時／7月20日（土）9：30～11：00　葛場所／ふるさと文化伝承館体験学習室
葛内容／トンボ玉を3個作り、うち1個をキーホルダーに仕上げます。
葛参加費／400円　葛対象／小学校4年生以上　葛協力／柴田町トンボ玉愛好会

　
葛日時／7月6日（土）10:00～12:00　※1回の所要時間は20分程度
葛場所／ふるさと文化伝承館研修室
葛内容／身近な煎茶のおいしい注ぎ方を体験し、煎茶とお菓子をいただきます。
葛参加費／300円　葛協力／しばた茶会運営委員会

　
　新潮文庫山本周五郎作「樅ノ木は残った」を参加者で読み、講師が解説します。
葛日時／7月12日（金）14：00～16：00　（以降毎月第2金曜日開催）
葛場所／ふるさと文化伝承館2階多目的ホール　葛講師／日下龍生氏
葛参加費／無料　葛持ち物／新潮文庫山本周五郎作「樅ノ木は残った」上巻

企画展　「没後60年　小室達展」

「再発見！わがまちの宝もの」

7月のトンボ玉体験会

菓子と茶「いっぷくどうぞ」

リレー朗読会　「樅ノ木は残った」を読む

船岡城址公園スロープカーをご利用ください！

葛スロープカー乗車料金／

受講生募集  そば栽培体験教室 2013さくら写真展

団体（小人）団体（大人）小人大人
100円200円200円300円往復
050円100円100円150円片道

柴田町観光物産協会からのお知らせ
■申 ■問  柴田町観光物産協会　緯56-3970
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　県介護研修センターの「地域公開講座」
を活用して「介護」について学習します。
一緒に勉強してみませんか。
葛日時／7月12日（金）13：30～15：30
葛場所／保健センター4階　
葛参加費／無料
葛講師／立教大学コミュニティ福祉学部
講師（前教授）公益社団法人長寿社会
文化協会理事長・服部メディカル研
究所長　服部万里子氏

葛テーマ／「（仮）介護の実態とこれから
の介護について～超高齢化社会におけ
る介護の方向～」
葛主催／柴田町、柴田町議会
葛共催／社会福祉法人県社会福祉協議会
　県介護研修センター
葛協力／一般社団法人日本福祉用具供給
協会宮城ブロック

■問  議会事務局　緯55-2136　

　　　　■問  柴田町図書館（しばたの郷土館・ふるさと文化伝承館内）
　　緯86-3820　思86-3821　Ｅメール library@town.shibata.miyagi.jp

7月のお話し会　
葛日時／毎週土曜日　11：00～12：00　※事前の申し込みは必要ありません。
葛場所／柴田町図書館（ふるさと文化伝承館1階奥の「集会室1」）　
葛協力／絵本読み聞かせの会「おむすびころりん」、図書館サポート委員会「ひよ
こちゃん」ほか

■開館時間／平日：10:00～19:00　 土・日・祝日：10:00～17:00
■7月の休館日／1日（月）、8日（月）、16日（火）、22日（月）、29日（月）、31日（水）

　カモシカは、国の天然記念物として保
護されていますので、捕まえたり殺した
りすると罰せられます。
○カモシカは人を襲いません。帰巣本能
がありますので、様子を見てください。
○保護（捕獲）は原則として行いません
が、負傷や死亡している場合は動かさ
ず速やかに連絡してください。

■問  しばたの郷土館　緯55-0707

（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：6月18日（火）】
測定値測定値
0.07船岡生涯学習センター0.07柴田町役場
0.07船迫生涯学習センター0.07槻木生涯学習センター
0.08西住公民館0.09農村環境改善センター

※柴田町役場と槻木生涯学習センターは毎日、そのほかの施設は毎週1回測定

（単位：μSv/h）町内小中学校・幼稚園の測定結果【測定日：6月19日（水）】
測定値測定値測定値
0.08西住小学校0.11船迫小学校0.10船岡小学校
0.09柴田小学校0.12槻木小学校0.05東船岡小学校
0.11槻木中学校0.11船迫中学校0.09船岡中学校
0.08たんぽぽ幼稚園0.16浄心幼稚園0.10第一幼稚園

※毎週1回測定。私立幼稚園は随時測定0.10熊野幼稚園

（単位：μSv/h）児童福祉施設の測定結果【測定日：6月20日（木）】
測定値測定値測定値
0.09西船迫保育所0.12槻木保育所0.07船岡保育所
0.06西住児童館0.12三名生児童館0.10柴田児童館

※毎週1回測定0.09むつみ学園0.06船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：6月24日（月）】
測定値測定値測定値
0.06剣崎公園0.13白幡児童遊園0.08並松公園
0.09船岡城址公園0.07舘前緑地0.07下名生児童遊園

※毎週1回測定
【測定場所】定点測定地／駐車場など屋外　公園／広場
　　　　　　学校施設・児童福祉施設／校庭または園庭
【測定位置】地表から100㎝／定点測定地、中学校
　　　　　　地表から 50㎝／小学校、幼稚園、児童福祉施設、公園

（単位：ベクレル/kg）水道水の放射能測定結果【採取日：6月17日（月）】
放射性セシウム放射性ヨウ素採取場所
不検出

（検出下限値0.3）
不検出

（検出下限値0.4）
　仙南・仙塩広域水道　　　
　南部山浄水場（白石市）

※厚生労働省が定めた基準値、放射性セシウム10ベクレル/kg　　※検査は県企業局

（単位：ベクレル/kg）町内農産物の放射能測定（精密検査）結果
厚生労働省が定めた基準値放射性セシウム採取日品目

100不検出6月10日レタス　
100不検出6月10日そらまめ
100不検出6月11日キャベツ

※検査は県農林水産部

どなたでも参加できます

「公開議員研修会」

○ぴいかぶうのへや「のばら」開放日
　絵本や紙芝居、わらべ歌、手遊びな
どを楽しみましょう。時間内は出入り
自由です。
葛日時／7月4日、11日、18日、25
日の木曜日15：30～17：00

※おはなしタイム16：00～16：30
葛参加費／無料

○宮沢賢治の作品を読み合う会
葛日時／7月11日（木）13：30～15：00

葛場所／ぴいかぶうのへや「のばら」
葛参加費／100円

■問  おはなしの会ぴいかぶう（庄司さん
宅：船岡中央2丁目）

　（庄司）、（小塩）

◎詳しくは、町ホームページに掲載しています。

■問  町民環境課（定点測定値）　☎55-2113、教育総務課（学校施設）　☎55-2134
　 子ども家庭課（児童福祉施設）　☎55-2115、都市建設課（公園）　☎55-2121
　 上下水道課（水道水）　☎55-2119、農政課（農産物）　緯55-2122
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※平成25年4月の予防接種法改正により、BCG予防接種の対象者が変わりました。標準的な接種期間（5～7か月）での接種をお勧めします。
※乳幼児対象の健康診査および相談で、問診票などがある方はあらかじめご記入の上お持ちください。
※成人健康相談のある方はご連絡ください。　　※上記事業の対象者で風邪気味などの方のご来場はご遠慮ください。

薬　　　局歯　　　科外　　　科内　　　科月日

さとう調剤薬局
　大河原　緯51-4431

ひがし薬局大河原
　大河原　緯51-3055

おたべ歯科クリニック
　槻　木　緯56-1853

庄司クリニック
　大河原　緯51-3741

甘糟医院
　大河原　緯 53-1460

7/7
㈰

ペガサス薬局
　大河原　緯87-6097

槻木中央薬局
　槻　木　緯56-3169

小田部歯科医院
　大河原　緯53-2134

さくらの杜診療所
　大河原　緯51-4625

玉渕医院
　槻　木　緯56-1012

14
㈰

仙台調剤大河原西店
　大河原　緯51-4011

もみのき薬局
　船　岡　緯54-3837

あいはら歯科医院
　大河原　緯53-8138

みやぎ県南中核病院
　大河原　緯51-5500

村川医院
　船　岡　緯54-2316

15
㈪

アイランド薬局
　大河原　緯 53-4189

トミザワ薬局船迫店
　船　岡　緯 58-1211

大河原歯科医院
　船　岡　緯 52-2250

みやぎ県南中核病院
　大河原　緯 51-5500

ふなばさま医院
　船　岡　緯 58-2220

21
㈰

柴田薬局
　船　岡　緯 56-3715

こひつじ薬局
　槻　木　緯 86-4189

こや歯科医院
　船　岡　緯 54-5005

乾医院
　槻　木　緯 56-1451

おおぬま小児科
　槻　木　緯 87-7561

28
㈰

すずらん薬局
　船　岡　緯 57-1322

後藤歯科医院
　大河原　緯 52-2533

船岡今野病院
　船　岡　緯 54-1034

町南診療所
　村　田　緯 83-5503

8/4
㈰

カメイ調剤薬局大河原店
　大河原　緯 51-3121

村田調剤薬局
　村　田　緯 83-5641

榊原歯科医院
　村　田　緯 83-2419

みやぎ県南中核病院
　大河原　緯 51-5500

山田医院
　村　田　緯 83-2088

11
㈰

プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは局番なしで　☎＃8000
プッシュ回線以外の固定電話、　PHSなどからは　☎022-212-9390相談時間／19：00～8：00（毎日）宮城県こども夜間安心コール

休日急患当番医
 （診療時間／9：00〜17：00）

お子さんの急な発熱やけがなどで、すぐに受診させたほうが良いのか、様子をみても大丈夫なのか、迷ったときは…

休日急患当番医の情報は、パソコンや携帯電話へメール配信サービスを行っていま
す。利用登録は、ml@mm.town.shibata.miyagi.jpへ空メールを送信し、返信され
る登録受付メールの内容に従って手続きをしてください。

受付時間担当医師（変更あり）対　　象　　者事　業　内　容月  日
  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付

7/3㈬
12:45～13:15大沼（健）先生

川口　　先生平成23年12月生まれの方1歳6か月児健康診査
※持ち物：歯ブラシ、タオル

  9:00～13:00食生活が心配な方および家族食事相談（糖尿病、肥満、脂質異常など）
（要予約）8㈪

12:45～13:00佐藤（俊）先生3か月児から11か月児ＢＣＧ予防接種（7/5まで要予約）9㈫
  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付

10㈬
12:45～13:15大沼（健）先生平成25年2月生まれの方4か月児健康診査

  9:15～   9:45平成24年7月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）12㈮

12:45～13:15内田　　先生平成23年3月生まれの方
2歳児歯科健康診査　
※持ち物：歯ブラシ、タオル、調査票（フッ素
　塗布希望者)

16㈫

  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付
17㈬

12:45～13:15大沼（健）先生
佐藤（秀）先生平成22年1月生まれの方3歳6か月児健康診査　

※持ち物：歯ブラシ、タオル

14:00～16:00鈴木　　先生精神的に悩みのある方および家族心の健康相談（要予約）19㈮
  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付24㈬
  9:00～10:00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）30㈫
  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付31㈬
12:45～13:00乾　　　先生3か月児から11か月児ＢＣＧ予防接種（8/2まで要予約）8/6㈫
  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付

7㈬
12:45～13:15大沼（健）先生

菊池　　先生平成24年1月生まれの方1歳6か月児健康診査　
※持ち物：歯ブラシ、タオル

健康を守る行事（実施場所／保健センター）
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